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地方独立行政法人青森県産業技術センター定款

別表第１（第１３条関係）

資産の
所 在 地 現況地目 地積（平方メートル）

種別

土地 青森市大字野木字山口２２１の１０ 宅地 ２３，３５５．００

八戸市北インター工業団地一丁目１２９ 宅地 ５，９５６．５５

黒石市ぐみの木北３０の１ 雑種地 １１７．００

黒石市ぐみの木北３０の３ 雑種地 ２，５８４．００

黒石市ぐみの木北３０の６ 雑種地 ３３５．００

黒石市ぐみの木北３０の７ 雑種地 ５４７．００

黒石市ぐみの木北３０の８ 田 ７，２８８．００

黒石市ぐみの木北３０の９ 田 ７，２７８．００

黒石市ぐみの木北３０の１０ 田 ７，２７９．００

黒石市ぐみの木北３０の１１ 田 ７，２４６．００

黒石市ぐみの木北３０の１２ 田 ７，２１７．００

黒石市ぐみの木北３０の１３ 田 ７，３０３．００

黒石市ぐみの木北３０の１４ 田 ７，３３９．００

黒石市ぐみの木北３０の１５ 田 ７，３４０．００

黒石市ぐみの木北３０の１６ 田 ５，９５０．００

黒石市ぐみの木北３０の１７ 宅地 １１７．８２

黒石市ぐみの木北３０の１８ 宅地 ７９５．０１

黒石市ぐみの木北３０の１９ 宅地 ５０．７６

黒石市ぐみの木北３０の２０ 宅地 ６８５．２２

黒石市ぐみの木北３０の２１ 宅地 ７４２．１３

黒石市ぐみの木北３０の２２ 宅地 ９８９．７７

黒石市ぐみの木北３０の２３ 宅地 １，１３０．０２

黒石市ぐみの木北３０の２４ 宅地 ４６５．４４

黒石市ぐみの木北３０の２５ 宅地 １，６７３．６５

黒石市ぐみの木北３０の２６ 宅地 ４６４．１８

黒石市ぐみの木北３０の２７ 宅地 ４６１．０１

黒石市ぐみの木北３０の２８ 宅地 ２，２００．５２

黒石市ぐみの木北３０の２９ 宅地 １，６０５．８５

黒石市ぐみの木北３０の３０ 用悪水路 ６４１．００

黒石市ぐみの木北３０の３１ 雑種地 ６，７７７．００

黒石市ぐみの木北３０の３２ 田 ９，９８６．００

黒石市ぐみの木北３０の３３ 田 ９，９９１．００

黒石市ぐみの木北３０の３４ 田 ９，９７７．００
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黒石市ぐみの木北３０の３５ 田 ９，９１４．００

黒石市ぐみの木北３０の３６ 田 ９，７４４．００

黒石市ぐみの木北３０の３７ 田 ９，９６８．００

黒石市ぐみの木北３０の３８ 田 ９，６２０．００

黒石市ぐみの木北３０の３９ 田 ７，９２４．００

黒石市ぐみの木北３０の４０ 田 ２，２７６．００

黒石市ぐみの木北３０の４１ 田 ２，２１６．００

黒石市ぐみの木北３０の４２ 雑種地 ５，６５７．００

黒石市ぐみの木北３０の４３ 宅地 １４，１７２．２５

黒石市ぐみの木北３０の４４ 宅地 ６３３．１１

黒石市ぐみの木北３０の４５ 宅地 ６２９．０２

黒石市ぐみの木北３０の４６ 宅地 ６３０．４８

黒石市ぐみの木北３０の４７ 宅地 ６３３．４６

黒石市ぐみの木北３０の４８ 宅地 ６３３．９９

黒石市ぐみの木北３０の４９ 宅地 ９４０．８３

黒石市ぐみの木北１０５の５ 雑種地 ３７４．００

黒石市ぐみの木北１３７の１ 雑種地 １３５．００

黒石市田中４４の１ ため池 ３６，８６５．００

黒石市田中４４の４ 畑 ８４６．００

黒石市田中４４の５ 畑 ２，８１２．００

黒石市田中４４の６ 宅地 ３６３．３５

黒石市田中４４の７ 公衆用道路 １，３６５．００

黒石市田中４４の８ 宅地 ３４２．５０

黒石市田中４４の９ 宅地 １，０５３．７１

黒石市田中４４の１０ 宅地 １４１．９０

黒石市田中４４の１１ 用悪水路 ４０．００

黒石市田中４５の４ 雑種地 ５２．００

黒石市田中４８の２ 雑種地 ２３３．００

黒石市田中４９の２ 雑種地 ９８．００

黒石市田中８２の９ 宅地 ４１，６３１．９３

黒石市田中８２の１０ 宅地 ９，５７８．１７

黒石市田中８２の１１ 宅地 ９，８２０．５４

黒石市田中８２の１２ 宅地 ４，０２１．７８

黒石市田中８２の１３ 宅地 ７，１８２．７１

黒石市田中８２の１４ 宅地 ６，１６９．７７

黒石市田中８２の１５ 宅地 ５，０５９．２７

黒石市田中８２の１６ 宅地 ３，６８４．９６

黒石市田中８２の１７ 宅地 ４，３０５．４８

黒石市田中８２の１８ 宅地 ７，３１７．８６

黒石市田中８２の１９ 田 １，２４１．００
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黒石市田中８２の２０ 田 ５１６．００

黒石市田中８２の２１ 田 ５３９．００

黒石市田中８２の２２ 田 ３０６．００

黒石市田中８２の２３ 田 ２８８．００

黒石市田中８２の２４ 田 ７３９．００

黒石市田中８２の２５ 田 ５３７．００

黒石市田中８２の２６ 田 ５６５．００

黒石市田中８２の２７ 田 １，４１８．００

黒石市田中８２の２８ 田 １，２６８．００

黒石市田中８２の２９ 公衆用道路 ８，３２０．００

黒石市田中８２の３０ 宅地 ２，１９６．７６

黒石市田中８２の３１ 宅地 １４，２８０．７１

黒石市田中８２の３２ 宅地 １，２７９．２３

黒石市田中８２の３３ 宅地 １，０２３．２９

黒石市田中８２の３４ 宅地 １，０２２．４１

黒石市田中８２の３５ 宅地 ２，９１３．９０

黒石市田中８２の３６ 宅地 １，２９３．０７

黒石市田中８２の３８ 宅地 １８９．１２

黒石市田中８２の３９ 宅地 １５５．８９

黒石市田中８２の４０ 宅地 １５５・３９

黒石市田中８２の４１ 宅地 １５５．９５

黒石市田中８２の４２ 宅地 １９１．７１

黒石市田中８２の４３ 宅地 １２８．０９

黒石市田中８２の４４ 宅地 １３３．２６

黒石市田中８２の４５ 宅地 １８５．６０

黒石市田中８２の４６ 宅地 １５７．９６

黒石市田中８２の４７ 宅地 ６．２８

黒石市田中８２の４８ 宅地 ２００．０４

黒石市田中１８８の４ 雑種地 １，８０６．００

黒石市田中１８８の９ 田 ６，０２５．００

黒石市田中１８８の１０ 田 ５，９１８．００

黒石市田中１８８の１１ 田 ４，５０１．００

黒石市田中１８８の１２ 田 ４，５１５．００

黒石市田中１８８の１３ 田 １，４６０．００

黒石市田中１８８の１４ 宅地 ２，６０２．６３

黒石市田中１８８の１５ 田 ９８４．００

黒石市田中１８８の１６ 田 ４，７７５．００

黒石市田中１８８の１７ 宅地 ５，４１１．３３

黒石市田中１８８の１８ 田 ５，３０６．００
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黒石市田中１８８の１９ 田 ６，７５８．００

黒石市田中１８８の２０ 宅地 １，０４１．０１

黒石市田中１８８の２１ 宅地 １，２３８．４１

黒石市田中１８８の２２ 宅地 １２９．７８

黒石市田中１８８の２３ 宅地 ４，５６８．５３

黒石市田中１８８の２４ 宅地 ７７３．３５

黒石市田中１８８の２５ 用悪水路 ４２．００

黒石市田中２６２の１ 雑種地 ９００．００

黒石市田中２６２の８ 田 ２，１１７．００

黒石市田中２６２の９ 田 ２，７６５．００

黒石市田中２６２の１０ 田 ２，７７８．００

黒石市田中２６２の１１ 田 ２，７６３．００

黒石市田中２６２の１２ 田 ２，１２５．００

黒石市田中２６２の１３ 田 １，４６３．００

黒石市田中２６２の１４ 田 ４，６４５．００

黒石市田中２６２の１５ 田 ４，６４０．００

黒石市田中２６２の１６ 田 ６，１２４．００

黒石市田中２６２の１７ 田 ６，２６１．００

黒石市田中２６２の１８ 宅地 ３，８７０．５８

黒石市田中２６２の１９ 宅地 ２，２０４．９５

黒石市田中２６２の２０ 宅地 ２５９．８５

黒石市田中２６２の２１ 宅地 １７４．４０

黒石市田中２６２の２２ 宅地 １７４．９１

黒石市田中２６２の２３ 宅地 １７４．４１

黒石市田中２６２の２４ 宅地 １３３．３８

黒石市田中２６２の２５ 宅地 ２，７８６．２４

黒石市田中２６２の２６ 宅地 ６８８．１３

黒石市田中２６２の２７ 用悪水路 ４４．００

黒石市馬場尻南６３の１ 雑種地 １１６．００

黒石市馬場尻南６３の３ 雑種地 ８６８．００

黒石市馬場尻南６３の４ 畑 ７，３５０．００

黒石市馬場尻南６３の５ 畑 ５，１０６．００

黒石市馬場尻南６３の６ 畑 １３，１６９．００

黒石市馬場尻南６３の７ 公衆用道路 ９１．００

黒石市馬場尻南６３の８ 公衆用道路 ３１１．００

黒石市馬場尻南６３の９ 公衆用道路 ２，１８５．００

黒石市馬場尻南６３の１０ 宅地 ２，４７６．５９

黒石市馬場尻南６３の１１ 宅地 １，５６７．３９

黒石市馬場尻南６３の１２ 用悪水路 ２７５．００

黒石市馬場尻南８７の１ 雑種地 ２，５９６．００
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黒石市馬場尻南８７の４ 田 ４，０３９．００

黒石市馬場尻南８７の５ 田 ４，８３１．００

黒石市馬場尻南８７の６ 田 ４，０３８．００

黒石市馬場尻南８７の７ 田 ３１，５６０．００

黒石市馬場尻南８７の８ 田 １，５８２．００

黒石市馬場尻南８７の９ 田 １，６３９．００

黒石市馬場尻南８７の１０ 田 ２，３８７．００

黒石市馬場尻南８７の１１ 田 ２，２４１．００

黒石市馬場尻南８７の１２ 田 １，６２５．００

黒石市馬場尻南８７の１３ 田 １，６９０．００

黒石市馬場尻南８７の１４ 田 ２，３７５．００

黒石市馬場尻南８７の１５ 田 ２，２７４．００

黒石市馬場尻南８７の１６ 田 ３，１４７．００

黒石市馬場尻南８７の１７ 田 １，１６６．００

黒石市馬場尻南８７の１８ 田 １，２４０．００

黒石市馬場尻南８７の１９ 田 ２，２０１．００

黒石市馬場尻南８７の２０ 田 ２，１２３．００

黒石市馬場尻南８７の２１ 田 １，６４２．００

黒石市馬場尻南８７の２２ 田 １，７１０．００

黒石市馬場尻南８７の２３ 田 ９６７．００

黒石市馬場尻南８７の２４ 田 ９０９．００

黒石市馬場尻南８７の２５ 田 ２，１４８．００

黒石市馬場尻南８７の２６ 田 １，５８３．００

黒石市馬場尻南８７の２７ 田 １，６５１．００

黒石市馬場尻南８７の２８ 田 １，９６４．００

黒石市馬場尻南８７の２９ 田 ２，５３３．００

黒石市馬場尻南８７の３０ 田 ２，５１９．００

黒石市馬場尻南８７の３１ 田 ６，７５４．００

黒石市馬場尻南８７の３２ 田 ３，１８８．００

黒石市馬場尻南８７の３３ 田 １０，５３５．００

黒石市馬場尻南８７の３４ 田 １５，３３１．００

黒石市馬場尻南８７の３５ 公衆用道路 ２４６．００

黒石市馬場尻南８７の３６ 宅地 ３，３６１．２３

黒石市馬場尻南８７の３７ 宅地 ２，８３５．３５

黒石市馬場尻南８７の３８ 宅地 ９２６．８９

黒石市馬場尻南８７の３９ 宅地 １７，９７７．８６

黒石市馬場尻南８７の４０ 宅地 ９７．４３

黒石市馬場尻南９２の３ 公衆用道路 １，４７４．００

黒石市馬場尻南９３の４ 公衆用道路 ２，０８９．００
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黒石市馬場尻南９３の８ 雑種地 ２５３．００

黒石市馬場尻南９３の１０ 宅地 １０７．１２

黒石市馬場尻南１７０の２ 雑種地 ５２１．００

黒石市馬場尻南１７０の４ 雑種地 １５１．００

黒石市馬場尻南１７０の５ 雑種地 ４６１．００

黒石市馬場尻南１７０の６ 雑種地 ５，３１２．００

黒石市馬場尻南１７０の７ 田 ３，０５５．００

黒石市馬場尻南１７０の８ 田 ５２４．００

黒石市馬場尻南１７０の９ 田 ４，９３８．００

黒石市馬場尻南１７０の１０ 田 ４，９３２．００

黒石市馬場尻南１７０の１１ 田 ７，３３１．００

黒石市馬場尻南１７０の１２ 田 ８，８４３．００

黒石市馬場尻南１７０の１３ 田 １７，５９８．００

黒石市馬場尻南１７０の１４ 田 ４，０９３．００

黒石市馬場尻南１７０の１５ 田 ３，８１２．００

黒石市馬場尻南１７０の１６ 宅地 ６１１．８０

黒石市馬場尻南１７０の１７ 宅地 １２５．４０

黒石市馬場尻南１７０の１８ 宅地 １７２．８３

黒石市馬場尻南１７０の１９ 宅地 １，４１３．００

黒石市馬場尻南１７０の２０ 宅地 ５１．０４

黒石市馬場尻南１７０の２１ 宅地 １，５９５．９３

黒石市馬場尻南１７０の２２ 宅地 １１５．９６

黒石市馬場尻南１７０の２３ 宅地 ７６７．９２

黒石市馬場尻南１７０の２４ 宅地 ９５２．０２

黒石市馬場尻南１７０の２５ 宅地 １，４７０．４９

黒石市馬場尻南１７０の２６ 宅地 ４，１３５．７６

黒石市馬場尻南１７０の２７ 宅地 ２３．６９

黒石市馬場尻南１７０の２８ 用悪水路 ７１２．００

黒石市馬場尻南１７０の２９ 用悪水路 １９０．００

黒石市馬場尻南２２５の１ 雑種地 ４０４．００

黒石市馬場尻南２２５の５ 雑種地 ８０．００

黒石市馬場尻南２２５の６ 田 ２，７５０．００

黒石市馬場尻南２２５の７ 田 ２，７４８．００

黒石市馬場尻南２２５の８ 田 ２，７５０．００

黒石市馬場尻南２２５の９ 田 ２，７３３．００

黒石市馬場尻南２２５の１０ 田 ６３４．００

黒石市馬場尻南２２５の１１ 田 ７，５６６．００

黒石市馬場尻南２２５の１２ 田 ５，０１８．００

黒石市馬場尻南２２５の１３ 田 ４，９７９．００

黒石市馬場尻南２２５の１４ 田 ５２８．００
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黒石市馬場尻南２２５の１５ 田 ３，０８６．００

黒石市馬場尻南２２５の１６ 宅地 ３，２７８．３８

黒石市馬場尻南２２５の１７ 宅地 ４８．６６

黒石市馬場尻南２２５の１８ 宅地 ２，３５３．４６

黒石市馬場尻南２２５の１９ 宅地 ８３．４９

黒石市馬場尻南２２５の２０ 宅地 ２５９．８２

黒石市馬場尻南２２５の２１ 宅地 ７８４．５８

黒石市馬場尻南２２５の２２ 宅地 １，５０９．８５

黒石市馬場尻南２２５の２３ 宅地 １７５．５５

黒石市馬場尻南２２５の２４ 宅地 １７３．４９

黒石市馬場尻南２２５の２５ 宅地 １７５．６４

黒石市馬場尻南２２５の２６ 宅地 ３２０．１９

黒石市馬場尻南２２５の２７ 宅地 ３１８．５０

黒石市馬場尻南２２５の２８ 宅地 ３１６．８９

黒石市馬場尻南２２５の２９ 用悪水路 ６５８．００

十和田市大字相坂字相坂１７９の８ 畑 １，２２２．００

十和田市大字相坂字相坂１７９の９ 畑 ６９１．００

十和田市大字相坂字相坂１７９の２１ 田 １，７５３．００

十和田市大字相坂字相坂１７９の２６ 畑 ８３４．００

十和田市大字相坂字相坂１７９の２７ 田 １，２５１．００

十和田市大字相坂字相坂１７９の２８ 畑 ３００．００

十和田市大字相坂字相坂１７９の２９ 畑 ３，４４９．００

十和田市大字相坂字相坂１８２ 畑 ５５７．００

十和田市大字相坂字相坂１８３の１ 田 １１，４９７．００

十和田市大字相坂字相坂１８４の１ 畑 ８，５０２．００

十和田市大字相坂字相坂１８５ 畑 ３，０９３．００

十和田市大字相坂字相坂１８７の１ 宅地 ３，７３３．５６

十和田市大字相坂字相坂１８８の１ 畑 ３，１７８．００

十和田市大字相坂字相坂１８９ 畑 ８２０．００

十和田市大字相坂字相坂１９０ 畑 ４，６６２．００

十和田市大字相坂字相坂１９４ 畑 ７，１８１．００

十和田市大字相坂字相坂１９５の１ 畑 ３，１６２．００

十和田市大字相坂字相坂１９６ 畑 １，３４９．００

十和田市大字相坂字相坂１９９の１ 畑 ５，８１０．００

十和田市大字相坂字長漕１２０の２ 田 ５８１．００

十和田市大字相坂字長漕１２２の１ 田 １，１７２．００

十和田市大字相坂字長漕１２３ 田 ４，００８．００

十和田市大字相坂字長漕１２４の２ 田 １，１５８．００

十和田市大字相坂字長漕１２８ 田 １７，０９１．００
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上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の５６ 畑 ５０，１８８．００
（平成２７年１月一部売却
後 ４９，６５２．００）

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の５７ 山林 ２５，９６３．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の５８ 畑 ２５，７０８．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の６０ 宅地 １３，８１３．１６

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の６２ 畑 ４５，８９３．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の６３ 畑 ８０，４７３．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の６７ 畑 ２３，７１３．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の６８ 畑 ９，２６０．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の６９ 畑 ６，６５７．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の７０ 山林 ６，０６２．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の７１ 畑 ２１，２４５．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の１１５ 山林 １０，１８８．００

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢９１の７１１ 畑 ３６，６１６．００

黒石市大字東野添字長坂道北１の８ 畑 ９，６６６．００

黒石市大字牡丹平字福民２４の６ 宅地 ９，９８８．８１

黒石市大字牡丹平字福民２４の９ 畑 ３，０１２．００

黒石市大字牡丹平字福民２７の５ 畑 ３，７３９．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間１２ 畑 ２１，９９４．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間１７の２ 田 １，８５０．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間１７の３ 田 ２，０６８．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間１７の４ 田 ２，６９９．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間１７の５ 田 １，２５０．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間２０の２ 田 ４，９３６．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間２９ 田 ６，３４０．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間３０ 田 １００．００

黒石市大字牡丹平字福民出石田間３３の２ 田 ４６８．００

黒石市大字牡丹平字福民北２の２ 畑 ４２０．００

黒石市大字牡丹平字福民北３の３ 畑 ８，９８４．００

黒石市大字牡丹平字福民北１０の１ 畑 ２２，１０６．００

黒石市大字牡丹平字福民西１の１ 畑 ５５，３６５．００

黒石市大字牡丹平字福民西１８ 宅地 ２，１８１．７２

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木３１の１ 畑 ６，９０５．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木３１の１５ 畑 ９，０１６．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木３６の２ 畑 ３，７４６．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木３６の４ 畑 １，２５１．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木３６の６ 田 １５０．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木３９の１ 畑 １１，９２８．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木４１の３ 畑 １５，０２１．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木４６の１ 畑 １５，９４９．００
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南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木４８の３ 畑 １１，０７２．００

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木５０の３ 畑 １１，８４７．００

三戸郡五戸町大字扇田字寺沢２８ 畑 ７１，８９６．００

三戸郡五戸町大字扇田字長下タ２の１ 畑 ８７，９３６．００

三戸郡五戸町大字扇田字長下タ２の４０ 宅地 ６，９５６．０４

三戸郡五戸町大字扇田字長下タ２の１５６ 宅地 ３７６．３５

三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１の１６５ 畑 ６，５６６．００

三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１の１９５ 畑 １８，０３９．００

三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平１の９３５ 山林 ４４．００

上北郡野辺地町字枇杷野２ 山林 ３９，７７６．００

上北郡野辺地町字枇杷野３の２ 山林 １００，０００．００

上北郡野辺地町字枇杷野４ 山林 ２６，９６４．００

上北郡野辺地町字枇杷野１０の１ 山林 １５，０２２．００

上北郡野辺地町字枇杷野４５の１ 山林 ５５，１７１．００

上北郡野辺地町字枇杷野５１の１ 牧場 １，１６１，７３６．００

上北郡野辺地町字枇杷野５１の７ 牧場 ４４７，３４３．００

上北郡野辺地町字枇杷野５１の１０ 牧場 ５，５６８．００

上北郡野辺地町字枇杷野５１の１１ 牧場 ４，２２７．００

上北郡野辺地町字枇杷野５１の１５ 牧場 １０，４８８．００

上北郡野辺地町字松ノ木１１３の９ 雑種地 ３２３．００

上北郡野辺地町字松ノ木１１３の１０ 雑種地 １９５．００

つがる市森田町床舞藤山３０８の１ 畑 １４８，０７８．００

つがる市森田町床舞藤山３０８の２ 畑 ２３，５１７．００

つがる市森田町床舞藤山３０８の５ 畑 １，１１１．００

つがる市森田町床舞藤山３０８の７ 畑 ２３４．００

つがる市森田町床舞藤山３０８の８ 畑 １９８．００

つがる市森田町床舞藤山３０８の２０ 畑 ２２．００

つがる市森田町床舞藤山３０８の２１ 畑 ５．５２

つがる市森田町床舞藤山３０８の２３ 畑 ３，０４２．００

つがる市森田町床舞藤山３９７の１ 畑 ２，０７３．００

つがる市森田町床舞藤山３９７の４ 畑 １１．００

つがる市森田町森田月見野５５８の１ 雑種地 ９９，６２６．００

つがる市森田町山田神崎２２１の１ 畑 ８０，２４７．００

東津軽郡平内町大字小湊字新道４６の５６ 原野 ５０，４３９．００

東津軽郡平内町大字小湊字新道４６の９８ 原野 １５７．００

東津軽郡平内町大字小湊字新道４６の１６０ 原野 ５３．００

東津軽郡平内町大字小湊字山館１０４の２０ 山林 ７６５，４６１．００

十和田市大字相坂字高清水３５４の１ 畑 ８，４８６．００

十和田市大字相坂字高清水３５８の１ 畑 ２５，３３４．００
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十和田市大字相坂字高清水３５８の４ 畑 ２１４．００

十和田市大字相坂字高清水３６９の１ 畑 ４０，４１７．００

十和田市大字相坂字高清水３６９の５ 畑 ２６．００

十和田市大字相坂字高清水３８７の１ 畑 ５７，２８２．００

十和田市大字相坂字高清水３８７の３ 畑 ４３．００

十和田市大字相坂字高清水４２４ 畑 ６０，１７１．００

十和田市大字相坂字高清水８８６の１ 原野 ３２４．００

十和田市大字相坂字高清水８８６の４ 原野 ８．２４

十和田市大字相坂字高清水１０２４の１ 畑 ３６．００

十和田市大字相坂字高清水１０２４の３ 畑 １４５．００

十和田市大字相坂字高清水１０２８の１ 雑種地 ５５４．００

十和田市大字相坂字高清水１０２８の３ 雑種地 ９．００

十和田市大字相坂字高清水１０２９の１ 雑種地 ５５１．００

十和田市大字相坂字高清水１０３０の１ 雑種地 １，５００．００

十和田市大字相坂字高清水１０３１の１ 雑種地 ２，０５６．００

上北郡東北町字乙供山１２２ 山林 ６１，０１９．００

上北郡東北町字篠内平１の１２２ 山林 １９，９６５．００

八戸市豊洲３の１５ 雑種地 ６６０．００

東津軽郡平内町大字茂浦字月泊１０の１ 宅地 １９，４４９．００

十和田市大字相坂字白上１８９ 山林 １６１．００

十和田市大字相坂字白上３３９の１ 雑種地 ６，９０６．００

十和田市大字相坂字白上３３９の３ 雑種地 １９２．００

十和田市大字相坂字白上３４４の３ 山林 ３，８８２．００

十和田市大字相坂字白上３４４の１０ 雑種地 １２，５２１．００

別表第２（第１３条関係）

資産の 延べ床面積（平方
種 類 所 在 地 構 造

種別 メートル）

建物 研究所 青森市大字野木字山口２ 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 ３，２９９．５７
２１の１０

車庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ５６．００

排水処理場 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 １８４．００

焼却場 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 １５．００

倉庫・休憩 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 １９２．５０
室

油庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ６．２５

倉庫・作業 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ２１０．００
場

倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５８．３２

温室 鉄骨造ガラス板・合金メッキ鋼板葺 ５２．８０
平家建
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研究所 鉄骨造陸屋根平家建 １９８．８０

研究所１ 八戸市北インター工業団 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ９００．００
地一丁目１２９ 葺平家建

研究所２ 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ９０６．５９
葺平家建

ボンベ庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ８．８０
葺平家建

休憩所 黒石市ぐみの木北３０の 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １６．５６
３８

作業場 黒石市田中８２の２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５４２．３２

倉庫１ 黒石市田中８２の２、１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８２１．１０
０８の１、２９９の２

倉庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８７２．６９

研究所 黒石市田中８２の９ 鉄筋コンクリート造陸屋根四階建 ５，００１．９２

機械室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 １６４．７７

倉庫 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 １２５．００

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ９３．３２

研修所・倉 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 ４３１．４４
庫

温室 鉄骨造ビニール板葺平家建 １９８．００

倉庫 黒石市田中８２の１３ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４３６．２０

研究所 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 １３９．００

温室 鉄骨造ガラス板葺平家建 １１９．０３

温室１ 黒石市田中８２の１４ 鉄骨造ガラス板葺平家建 ２７６．００

温室２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １６２．２５

作業場 黒石市田中８２の１６ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６６０．００

作業場 黒石市田中８２の１８ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４９１．８０

研究所１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２０８．７０

研究所２ 鉄骨造ガラス板葺平家建 １０２．０６

研究所３ 鉄骨造ガラス板葺平家建 ５１．０３

倉庫 黒石市田中１０８の１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４８４．７９

休憩所 黒石市田中１２３の１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３１３．１７

作業場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３４４．５８

温室１ 黒石市田中１８８の１ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室２ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室３ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室４ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室５ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室６ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室７ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室８ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２

温室９ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ４８７．６２
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温室１０ 鉄骨造ビニールシート葺平家建 ３０７．２６

作業場 黒石市田中１８８の１、 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４８６．９０
３１３の２

作業場 黒石市田中１８８の５、 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２８１．４８
３２０の２

堆肥舎１ 黒石市田中２１４の１、 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ３００．００
３３５の３ 葺平家建

堆肥舎２ 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 １００．００
葺平家建

休憩所 黒石市馬場尻南６３の４ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １６．５６

休憩所 黒石市馬場尻南１７０の 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １６．５６
１８

事務所 十和田市大字相坂字相坂 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 １，１４７．３０
１８３の１

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３８．４０

温室 十和田市大字相坂字相坂 鉄骨・コンクリートブロック造陸屋 ２２０．００
１８４の１ 根・ガラス張平家建

研究所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ２５０．８３
葺平家建

人工気象室 十和田市大字相坂字相坂 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ９０．００
１９０

堆肥舎 十和田市大字相坂字相坂 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ９７．２０
１９９の１

研究所 上北郡六戸町大字犬落瀬 鉄骨造陸屋根平家建 ２０５．２０
字柳沢９１の６０

貯蔵庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １５３．０９

農機具庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ７０４．３０

油脂庫 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 １４．９０
葺平家建

車庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４８．５２

事務所 上北郡六戸町大字犬落瀬 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 １，３５４．５０
字柳沢９１の６２

網室１ 鉄骨造ガラス板葺平家建 ３０２．４０

網室２ 鉄骨造ガラス板葺平家建 １，０２６．０２

網室３ 鉄骨造ガラス板葺平家建 ６０３．４５

温室 鉄骨造ガラス板葺平家建 ２３８．７９

ガラス温室 上北郡六戸町大字犬落瀬 鉄骨造ガラス板葺平家建 ２１２．６２
字柳沢９１の６２、９１
の７０

温室１ 上北郡六戸町大字犬落瀬 鉄骨造ガラス板葺平家建 ２９３．８８
字柳沢９１の６３

堆肥舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ７０．０５

温室２ 鉄骨造ビニール板葺平家建 ３２４．００

温室 上北郡六戸町大字犬落瀬 鉄骨造張力膜屋根平家建 ９９９．６０
字柳沢９１の７０、９１
の７１

事務所 黒石市大字牡丹平字福民 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 ３，４３４．４０
２４の６

冷蔵庫 黒石市大字牡丹平字福民 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８５７．０８
西１の３

事務所 黒石市大字牡丹平字福民 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ３０９．０２
西１８
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事務所 三戸郡五戸町大字扇田字 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 １，３８９．００
長下タ２の４０

総合庁舎 上北郡野辺地町字枇杷野 鉄筋コンクリート造陸屋根三階建 １，８３３．５８
５１の１

牛舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 １，０１０．８８

人工受精室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ４２１．９２

畜舎１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５４４．６３

畜舎２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６９０．３０

収納舎 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５９５．４２

車庫１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８４．２４

倉庫１ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５７６．３５

畜舎３ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ９００．１７

工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ２８３．５０

車庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５５０．００

倉庫２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ７００．７２

倉庫３ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １２９．６０

畜舎４ 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ２８９．１７

畜舎５ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８６７．３２

畜舎６ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５４５．９４

貯蔵庫 コンクリートブロック造亜鉛メッキ ５．７５
鋼板葺平家建

居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６０．７５

研究棟 鉄骨造ステンレス鋼板葺平家建 ２５２．０９

畜舎７ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２８０．０８

解剖処理棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４３．７４

管理棟 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２７０．７７

畜舎８ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ７６７．６０

倉庫４ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３１２．００

事務所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２７５．１７

鶏舎１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １１８．８０

鶏舎２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １８７．５０

鶏舎３ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２９９．９１

鶏舎４ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５３０．４０

鶏糞処理施 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １１９．７６
設

鶏舎５ アルミニューム造合金メッキ鋼板葺 ５８．３２
平家建

鶏舎６ アルミニューム造合金メッキ鋼板葺 １７２．８０
平家建

庁舎 つがる市森田町森田月見 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ３４７．０５
野５５８の１、森田町床

納屋１ 舞藤山３０８の１ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １３５．１８

納屋２ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３６５．２８

倉庫１ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １，２００．１３
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倉庫２ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２４３．００

倉庫３ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６５．３８

畜舎１ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４８７．１４

畜舎２ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １４５．４４

畜舎３ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４８０．４２

畜舎４ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５０８．９５

畜舎５ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６１２．３６

倉庫４ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ５４０．００

倉庫５ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３３６．９６

便所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １８．２１

倉庫６ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６．００

倉庫７ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６．００

作業所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ４１９．８３
葺平家建

事務所 三戸郡田子町大字田子字 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２６０．６７
蟹沢９

畜舎１ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １４７．９０

畜舎２ 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２２０．４０

堆肥舎 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １３６．０８

車庫 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８４．００

繁殖研究棟 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２７５．８７

種雄牛舎 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ４００．８６

飼料貯蔵庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３６９．３６

きのこ培養 東津軽郡平内町大字小湊 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８９．１０
棟 字新道４６の５６

きのこ発生 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３５．６４
棟

研究管理所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ９５９．８９

木材利用実 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ７５２．００
験所

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６４．８０

キュービク 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８４．４６
ル・受水槽
・送電室

油送ポンプ コンクリートブロック造亜鉛メッキ ９．００
室 鋼板葺平家建

浄化槽ポン 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ６．１９
プ室

研修所 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ６４３．７４

焼却所 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ２３．６２
葺平家建

倉庫 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２６．４９

倉庫 八戸市豊洲３の１５ 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ２４８．５８

倉庫 西津軽郡鰺ケ沢町大字本 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ３０１．４２
町２０２

事務所 東津軽郡平内町大字茂浦 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根二 ２，８５７．１６
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実験機械室 字月泊１０ 階建

飼育実験室 鉄骨造コンクリート板葺平家建 １，５６３．４２

作業所 木造スレート葺平家建 ３２４．１８

研修所 木造スレート葺二階建 ２７０．５３

ろ過装置室 鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階 １０２．９５
付平家建

倉庫 木造スレート葺平家建 １０７．７３

車庫 鉄骨造コンクリート板葺平家建 ７４．３４

発電機室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ５８．５９

淡水ポンプ 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ２０．２５
室 葺平家建

焼却所 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １９．３５

油庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ８．０６

クロレラポ 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 ３．２１
ンプ室

事務所 十和田市大字相坂字白上 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ４２４．６８
３３９の１ 葺二階建

倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２２．００

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ２１．６０

ポンプ室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ １４．８９
鋼板葺平家建

物置 十和田市大字相坂字白上 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 １６．４０
３４４の１０

飼育実験室 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ７６７．９３

倉庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 １３８．０５

管理棟 八戸市築港街二丁目１０ 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 ４８０．８５
の１

加工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ６２８．３０

研究所 むつ市大畑町上野１５４ 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 １，６１３．１８

排水処理棟 鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 １２４．１４

車庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ７２．００
倉庫

寄宿舎 上北郡六戸町大字犬落瀬 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 ４０４．５５
字柳沢９１の６０

研究所 上北郡六戸町大字犬落瀬 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根二 １，６７６．４８
字柳沢９１の６２ 階建

ポンプ室 上北郡六戸町大字犬落瀬 コンクリートブロック造亜鉛メッキ １４．０６
字柳沢９１の６３ 鋼板葺平家建

別表第３（第１３条関係）

資産の
船 名 種類 船籍港 総トン数（トン）

種別

船舶 開運丸 汽船 八戸市 ２０８

青鵬丸 汽船 西津軽郡鰺ケ沢町 ６５

なつどまり 汽船 青森市 ２４


